
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1 号 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象レストランが休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、レストランのホームページ等でご確認ください。 

 

はま寿司 対象店舗一覧 

北海道地方 
店舗 住所 
石狩樽川店 北海道石狩市樽川 7 条 1-5 
 札幌新道発寒店 北海道札幌市西区発寒 12 条 1-2-25 
 登別若草店 北海道登別市若草町 4-22-3 
 旭川旭町店 北海道旭川市旭町二条 4-11-27 
 旭川永山店 北海道旭川市永山 3 条 2-2-5 
 北見店 北海道北見市本町 2-3-10 
 札幌月寒店 北海道札幌市豊平区月寒東 3 条     11-3-60 
 帯広大通店 北海道帯広市大通南 7-10 
 函館桔梗店 北海道函館市桔梗 1-28-1 
 苫小牧日吉店 北海道苫小牧市日吉町 1-1-2 
 釧路鳥取大通店 北海道釧路市鳥取大通 2-6-7 
 岩見沢店 北海道岩見沢市四条西 18-8 
 函館本通店 北海道函館市本通 3-1-9 
 札幌桑園店 北海道札幌市中央区北 11 条西 20 丁目 1-12 
 帯広西店 北海道帯広市西 18 条 4-1-24 
 釧路愛国店 北海道釧路市愛国東 1-11-4 
 千歳店 北海道千歳市信濃 1-1-3 
 旭川東光店 北海道旭川市東光 14 条 6-2-16 
 恵庭店 北海道恵庭市恵央町 19-1 
 札幌苗穂店 北海道札幌市東区北 11 条東 17-1-6 
 札幌栄町店 北海道札幌市東区北 50 条東 7-2-18 
 江別店 北海道江別市幸町 34-10 
 小樽築港店 北海道小樽市築港 9-5 

東北地方  
 十和田店 青森県十和田市東十四番町 11-11 
 青森石江店 青森県青森市大字石江字江渡 83-18 
つがる柏店 青森県つがる市柏稲盛幾世 121-1 
 三沢店 青森県三沢市美野原 2-22-18 
 花巻桜台店 岩手県花巻市桜台 1-7-3 
 盛岡三本栁店 岩手県盛岡市三本栁 4 地割 29-1 
 奥州水沢店 岩手県奥州市水沢佐倉河五反町 23-2 
 一関店 岩手県一関市中里字神明 36-1 
 北上藤沢店 岩手県北上市藤沢 19 地割 124-6 
 盛岡上田店 岩手県盛岡市上田 4-19-26 
 ４号柴田店 宮城県柴田郡柴田町西船迫 2-18-6 
 栗原築館店 宮城県栗原市築館宮野中央 2-3-23 
 名取杜せきのした店 宮城県名取市杜せきのした 3-7-7 
 仙台富谷店 宮城県富谷市上桜木 2-3-9 
 仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町  9-5 
 仙台中野店 宮城県仙台市宮城野区仙台港北  2-5-1 
 石巻蛇田店 宮城県石巻市のぞみ野 2-2-3 
フォレオせんだい宮の杜店 宮城県仙台市宮城野区東仙台 4-14-2 



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1 号 
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 泉区上谷刈店 宮城県仙台市泉区上谷刈 1-101-1 
 大崎古川諏訪店 宮城県大崎市古川諏訪 2-8-24 
 横手店 秋田県横手市婦気大堤字中田 4-1 
 ７号能代店 秋田県能代市字寿域長根 54-1 
 秋田広面店 秋田県秋田市広面字鍋沼 2-1 
 東根店 山形県東根市さくらんぼ駅前 3-8-21 
 天童店 山形県天童市芳賀タウン北二丁目 1-8 
 米沢店 山形県米沢市春日 1-6-40 
 山形馬見ヶ崎店 山形県山形市馬見ヶ崎 2-15-27 
 酒田店 山形県酒田市日の出町 1-1-15 
 ４号白河店 福島県西白河郡西郷村字豊作西 19 
 郡山堤店 福島県郡山市堤 1-150-2 
 郡山芳賀店 福島県郡山市芳賀 3-2-32 
 喜多方店 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田 1200-1 
 福島吉倉店 福島県福島市吉倉字谷地 76-1 
 二本松安達店 福島県二本松市油井字濡石 27-1 
 福島矢野目店 福島県福島市南矢野目字中谷地 30-5 
 会津若松門田店 福島県会津若松市門田町大字日吉 字笊籬田 21-1 
 福島伊達店 福島県伊達市鍛冶屋川 31-1 
イオンタウン須賀川店 福島県須賀川市仲の町 80-1 
 いわき小名浜店 福島県いわき市小名浜字松之中 14 
 南相馬原町店 福島県南相馬市原町区錦町 2-63-1 

関東地方  
 阿見住吉店 茨城県稲敷郡阿見町住吉 1-3-1 
 坂東岩井店 茨城県坂東市辺田 1402-77 
 古河旭町店 茨城県古河市旭町 1-17-64 
 常総石下店 茨城県常総市新石下 4023 
 北茨城店 茨城県北茨城市中郷町上桜井 2187 
ニューポートひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町 34-1 
 日立金沢店 茨城県日立市金沢町 2-33-17 
 稲敷江戸崎店 茨城県稲敷市江戸崎字西江戸崎甲  4864-1 
 つくば研究学園店 茨城県つくば市学園の森 2-1 
 神栖店 茨城県神栖市神栖 1-1-2 
 下妻店 茨城県下妻市古沢 1-5 
 竜ヶ崎店 茨城県龍ケ崎市馴柴町 860 
 つくば小野崎店 茨城県つくば市小野崎字成田 282-7 
 石岡店 茨城県石岡市東大橋字中峯 3137-6 
 ひたちなか田彦店 茨城県ひたちなか市田彦 990-7 
 水戸内原店 茨城県水戸市中原町字東 484-1 
 水戸笠原店 茨城県水戸市笠原町 978-38 
 結城店 茨城県結城市下り松 6-9-2 
イオンモール下妻店 茨城県下妻市堀籠 972-1 
 常陸大宮店 茨城県常陸大宮市石沢 1843-1 
 下館店 茨城県筑西市下岡崎 2-17-13 
 鹿嶋佐田店 茨城県鹿嶋市佐田 624-1 
アクロスモール守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘 6-6-1 
 日立鹿島店 茨城県日立市鹿島町 3-4-14 
 鉾田店 茨城県鉾田市塔ヶ崎 1081-1 
 土浦若松店 茨城県土浦市若松町 3997-3 
 さくら氏家店 栃木県さくら市卯の里 1-13-5 
 日光今市店 栃木県日光市今市 1063-7 
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 那須塩原店 栃木県那須塩原市豊浦北町 69-22 
 足利店 栃木県足利市芳町 30-1 
 佐野赤坂店 栃木県佐野市赤坂町 983-1 
 真岡店 栃木県真岡市下高間木 1-12-14 
 宇都宮インターパーク店 栃木県宇都宮市東谷町 883-1 
 栃木駅前店 栃木県栃木市境町 10-1 
 宇都宮今泉店 栃木県宇都宮市泉ヶ丘 5-2993-2 
 小山喜沢店 栃木県小山市喜沢 1425-1 
 鹿沼西茂呂店 栃木県鹿沼市西茂呂 3-12-6 
 大田原美原店 栃木県大田原市美原 2-3243-2 
 宇都宮中戸祭店 栃木県宇都宮市中戸祭町 828-17 
 富岡店 群馬県富岡市富岡字升ヶ谷戸 2359-1 
 前橋上泉店 群馬県前橋市上泉町 32-1 
 前橋元総社店 群馬県前橋市元総社町字小見 1712 
 館林松原店 群馬県館林市松原 3-5-7 
 高崎問屋町店 群馬県高崎市問屋町 1-10-20 
 桐生相生町店 群馬県桐生市相生町 1-148-1 
 太田浜町店 群馬県太田市浜町 1-5 
 伊勢崎八寸町店 群馬県伊勢崎市八寸町 4737-1 
 熊谷店 埼玉県熊谷市月見町 2-1-65 
 岩槻本宿店 埼玉県さいたま市岩槻区大字本宿 212-1 
 草加花栗店 埼玉県草加市花栗町 1-21-1 
 越谷平方店 埼玉県越谷市大字平方 1629 
 川口前川店 埼玉県川口市前川 4-25-26 
 越谷七左店 埼玉県越谷市七左町 2-340 
 ウニクス伊奈店 埼玉県北足立郡伊奈町学園 2-188-1 
 上尾店 埼玉県上尾市大字川 225 
 南与野店 埼玉県さいたま市中央区大戸 6-29-9 
 北本深井店 埼玉県北本市深井 2-67 
 春日部中央店 埼玉県春日部市中央 8-1-28 
 幸手上高野店 埼玉県幸手市上高野 2014-1 
 富士見羽沢店 埼玉県富士見市羽沢 3-27-1 
 所沢下安松店 埼玉県所沢市下安松 961-1 
 ふじみ野店 埼玉県ふじみ野市亀久保 4-5-5 
 坂戸にっさい店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木 4-18-1 
 川越上寺山店 埼玉県川越市大字上寺山 348-1 
 朝霞溝沼店 埼玉県朝霞市大字溝沼 486-1 
 大宮ラクーン店 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-60 
 浦和店 埼玉県さいたま市南区太田窪 2-5-7 
 鶴ヶ島店 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木 207-1 
フレスポ八潮店 埼玉県八潮市大瀬 822-1           フレスポ八潮 2F 
 東松山店 埼玉県東松山市上野本 114-1 
フォレオ菖蒲店 埼玉県久喜市大字菖蒲字寺田 4900 
 深谷荒川店 埼玉県深谷市荒川 177 
 越谷レイクタウン店 埼玉県越谷市大成町 6-276-1 
 新座野火止店 埼玉県新座市野火止 7-5-82 
 新狭山店 埼玉県狭山市新狭山 2-27-1 
 入間宮寺店 埼玉県入間市宮寺字開発 3187-1 
 新三郷店 埼玉県三郷市采女 1-89 
 本庄店 埼玉県本庄市本庄 4-7-19 
 17 号鴻巣新宿店 埼玉県鴻巣市新宿 2-221 
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 深谷上野台店 埼玉県深谷市上野台字萩林 2414 
 １２２号羽生店 埼玉県羽生市大字砂山字新田 1397-1 
 飯能店 埼玉県飯能市栄町 1-20 
 蕨店 埼玉県蕨市北町 3-5-7 
 東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4-12-6 
 所沢トコトコスクエア店 埼玉県所沢市東町 5-22 トコトコスクエア地下 1 階 
 松戸高塚新田店 千葉県松戸市高塚新田 335-1 
 我孫子若松店 千葉県我孫子市若松 101 
 千葉畑町店 千葉県千葉市花見川区畑町 1314-1 
 千葉山王町店 千葉県千葉市稲毛区山王町 292-4 
 千葉末広店 千葉県千葉市中央区末広 4-24-12 
 松戸六高台店 千葉県松戸市六高台 1-79 
 旭店 千葉県旭市ニ字鎌田 101 
 木更津請西店 千葉県木更津市請西南 3-24-4 
 行徳店 千葉県市川市湊新田 1-2-10 
 市原五井店 千葉県市原市五井 2450 
 市川菅野店 千葉県市川市菅野 6-15-5 
 木更津金田店 千葉県木更津市金田東 5-2-1 
 千葉土気店 千葉県千葉市緑区あすみが丘 1-20-5 
 佐倉下志津店 千葉県佐倉市下志津字宮下 575-21 
 君津東坂田店 千葉県君津市東坂田 4-10-27 
 銚子店 千葉県銚子市三崎町 2-2580-1 
 幕張 IC 店 千葉県習志野市鷺沼 5-6-5 
 松戸小金原店 千葉県松戸市小金原 3-6-17 
 南船橋店 千葉県船橋市若松１-2-10 
 成田飯仲店 千葉県成田市飯仲 11-17 
 茂原高師台店 千葉県茂原市高師台 2-1-2 
 館山八幡店 千葉県館山市八幡字北鳥居脇 608-1 
 八街店 千葉県八街市八街ほ 27-3 
 柏十余二店 千葉県柏市十余二 175-61 
 東金店 千葉県東金市田間 732-2 
 ライフガーデン新浦安店 千葉県浦安市富岡 3-2-1 
 船橋海神店 千葉県船橋市海神町西 1-1206-1 
 野田堤台店 千葉県野田市堤台 125 -1 
 船橋咲が丘店 千葉県船橋市咲が丘 2-19-10 
 千葉おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央  2-3-1 
 印西西の原店 千葉県印西市草深字天王前 1048-6 
 八千代大和田店 千葉県八千代市大和田新田 121-6 
 千葉小倉町店 千葉県千葉市若葉区小倉町 867-3 
 八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場ハ 929-4 
 松戸新田駅北店 千葉県松戸市松戸新田 293-5 
 船橋習志野台店 千葉県船橋市習志野台 4-74-13 
 加平店 東京都足立区加平 2-4-18 
 小平中島町店 東京都小平市中島町 22-18 
 蒲田駅東区役所前本通店 東京都大田区蒲田 5-44-5          蒲田プライム 1F 
 江戸川松江店 東京都江戸川区松江 5-9-2 
 蒲田東邦医大通り店 東京都大田区蒲田 2-17-18 
 田園調布店 東京都大田区田園調布本町 40-7 
 東久留米前沢店 東京都東久留米市前沢 4-20-16 
 練馬関町店 東京都練馬区関町北 5-17-20 
 板橋徳丸店 東京都板橋区徳丸 8-26-5 
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 葛飾水元店 東京都葛飾区南水元 2-12-11 
 三鷹北野店 東京都三鷹市北野 2-4-1 
 杉並井草店 東京都杉並区井草 3-31-5 
 高田馬場 店 東京都新宿区高田馬場 2-13        プライムゲート 2F 
ポンテポルタ千住店 東京都足立区千住橋戸町 1-13      ポンテポルタ千住 2F 
 東村山久米川店 東京都東村山市久米川 3-3-47 
 足立花畑店 東京都足立区花畑 5-13-2 
 あきる野秋川店 東京都あきる野市秋川 1-5-3 
 練馬土支田店 東京都練馬区土支田 3-28-13 
 町田野津田店 東京都町田市野津田町 687-1 
 西東京北町店 東京都西東京市北町 3-5-10 
 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ豊洲店 東京都江東区豊洲 3-4-8 スーパービバホーム豊洲 2F 
 東新小岩店 東京都葛飾区東新小岩 7-32-8 
 三鷹野崎店 東京都三鷹市野崎 3-4-5 
 南大沢駅前店 東京都八王子市南大沢 2-29 プラザ A 2F 
 武蔵野八幡町店 東京都武蔵野市八幡町 3-2-25 
 武蔵村山店 東京都武蔵村山市学園 1-52-1 
 駒込白山店 東京都文京区本駒込 1-4-2 
 町田小山ヶ丘店 東京都町田市小山ヶ丘 6-4-4 
 日野神明店 東京都日野市神明 1-10-3 
 ウィラ大井店 東京都品川区勝島 1-6-16 
 昭島昭和の森店 東京都昭島市つつじヶ丘 2-8-45 
京王堀之内店 東京都八王子市別所 2-1       堀之内センター商業ビル 2F 
 鹿浜店 東京都足立区鹿浜 2-2-2 
 経堂店 東京都世田谷区経堂 5-29-17 
 足立東和店 東京都足立区東和 2-1-12 
 練馬春日町店 東京都練馬区春日町 2-7-18 
 羽村小作台店 東京都羽村市小作台 2-3-3 
 蒲田駅西口店 東京都大田区西蒲田 7-46-8 蒲田ライトﾋﾞﾙ 5 階 
 綾瀬大上店 神奈川県綾瀬市大上 4-20-33 
 厚木及川店 神奈川県厚木市及川 640-1 

ＭｒＭＡＸ湘南藤沢店 神奈川県藤沢市辻堂新町 4-3-5     MrMAX 湘南藤沢ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
2F 

 川崎生田店 神奈川県川崎市多摩区生田 2-21-9 
 戸塚平戸店 神奈川県横浜市戸塚区平戸町 1030-1 
 湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台 3-15-1 
 南足柄店 神奈川県南足柄市関本 745-1 
 もとまちユニオン日吉店 神奈川県川崎市中原区木月 4-31-8  リンコー日吉ビル 1F 
 横浜上白根店 神奈川県横浜市旭区上白根町 904-1 
 海老名上河内店 神奈川県海老名市上河内 301-1 
相模原下九沢店 神奈川県相模原市中央区下九沢 777-2 
 鎌倉手広店 神奈川県鎌倉市手広 3-1-12 
 横浜立場店 神奈川県横浜市泉区中田西 1-17-43 
 川崎野川店 神奈川県川崎市宮前区南野川 2-9-29 
 港北インター店 神奈川県横浜市都筑区折本町 384-1 
 茅ヶ崎松が丘店 神奈川県茅ヶ崎市松が丘 2-10-18 
 ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱ川崎ｲｰｽﾄ店 神奈川県川崎市川崎区富士見 1-5-5 
 横浜上郷店 神奈川県横浜市栄区上郷町 140-1 
 横浜菊名店 神奈川県横浜市港北区菊名 6-20-23 
 大和つきみ野店 神奈川県大和市つきみ野 2-8-1 
 平塚南原店 神奈川県平塚市南原 2-13-4 
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 横浜笹下店 神奈川県横浜市港南区笹下 4-13-11 
 座間ひばりが丘店 神奈川県座間市ひばりが丘 4-2-1 
 新百合ヶ丘駅前店 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-1-2 
 東海大学前店 神奈川県秦野市南矢名 3-10-18 
 相模原城山店 神奈川県相模原市緑区原宿 2-1-30 
 瀬谷二ツ橋店 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋 308-4 
 小田原酒匂店 神奈川県小田原市酒匂 4-13-27 
 秦野平沢店 神奈川県秦野市平沢 492-1 
 横須賀中央店 神奈川県横須賀市大滝町 2-17-8 の 2 
サミット横浜岡野店 神奈川県横浜市西区岡野 2-5-18 
 厚木ＩＣ店 神奈川県厚木市岡田 3024 
 横須賀衣笠店 神奈川県横須賀市衣笠町 43-14 
海老名ビナウォーク店 神奈川県海老名市中央 1-4-1       ビナウォーク 6 番館 
 平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮 7-1-10 
ベイタウン本牧店 神奈川県横浜市中区本牧原 12-1    ベイタウン本牧５番街 2F 
 鶴見中央店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 3-9-3 
 相模原光が丘店 神奈川県相模原市中央区光が丘 1-1-24 
 横浜岡津店 神奈川県横浜市泉区岡津町 146－2 
 川崎下麻生店 神奈川県川崎市麻生区下麻生 3-23-19 
 港北高田店 神奈川県横浜市港北区高田東 3-11-3 

 オーケーみなとみらい店 神奈川県横浜市西区みなとみらい 6-3-6 オーケーみなとみらい

ビル 3F 
 川崎平店 神奈川県川崎市宮前区平 2-2-8 
 川崎久地店 神奈川県川崎市多摩区堰-11-47 

中部地方  
 長岡寺島店 新潟県長岡市寺島町字見取 7-8 
 新発田店 新潟県新発田市富塚町 2-18-20 
 新潟宝町店 新潟県東区宝町 1-26 
 三条店 新潟県三条市西裏館 2-7-23 
 燕吉田店 新潟県燕市吉田 3713 
 上越店 新潟県上越市五智国分 278 
 新潟新津店 新潟県新潟市秋葉区南町 13-20 
 新潟女池店 新潟県新潟市中央区女池神明      1-1608-11 
アクロスプラザ長岡店 新潟県長岡市四郎丸町字沖田 161-2 
 新潟寺尾台店 新潟県新潟市西区寺尾台 1-4-27 
 高岡赤祖父店 富山県高岡市赤祖父 701 
 砺波店 富山県礪波市中神 4-130 
 富山新庄店 富山県富山市新庄北町 22-47 
 射水店 富山県射水市三ケ 1969-1 
 黒部店 富山県黒部市萩生 1363 
 滑川店 富山県滑川市柳原 86-7 
 富山二口店 富山県富山市二口 4-6-3 
 ８号野々市店 石川県野々市市郷町 285-1 
 金沢松村店 石川県金沢市松村町又 12 
 加賀店 石川県加賀市加茂町 117-2 
 七尾店 石川県七尾市藤野町イ 33-1 
 小松店 石川県小松市平面町力 178-1 
 金沢神谷内店 石川県金沢市神谷内町ニ 63-2 
 金沢中村店 石川県金沢市中村町 29-11 
 福井大宮店 福井県福井市大宮 6-17-28 
 坂井春江店 福井県坂井市春江町江留中 39-2 
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 越前店 福井県越前市新保 2-4-19 
 福井羽水店 福井県福井市羽水 1-615 
 ８号鯖江店 福井県鯖江市下河端町 323 
 敦賀店 福井県敦賀市木崎 4-5-2 

フォレストモール富士川店 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町  973-1 フォレストモール富士

川 
 昭和町飯喰店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰 1281-1 
 笛吹石和店 山梨県笛吹市石和町窪中島 131-1 
 甲府荒川店 山梨県甲府市荒川 1-7-11 
 富士吉田店 山梨県富士吉田市下吉田東 2-16-10 
 長野篠ノ井店 長野県長野市篠ノ井東福寺 3804 
 松本出川店 長野県松本市出川 1-2-3 
 箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町  字城 962-4 
 佐久中込店 長野県佐久市中込字大塚 2998-7 
 駒ヶ根店 長野県駒ケ根市下市場 35-9 
 上田常入店 長野県上田市常入 1-11-56 
 ２１号可児店 岐阜県可児市中恵土字助太郎      2371-342 
 岐阜南鶉店 岐阜県岐阜市南鶉 5-68 
 中津川店 岐阜県中津川市茄子川字青木      1999-25 
 岐阜則武店 岐阜県岐阜市大字則武新屋敷 1736-1 
岐阜北方店 岐阜県本巣郡北方町平成 3-44 
 垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初 329-1 
 土岐店 岐阜県土岐市泉町河合 849-1 
 美濃加茂店 岐阜県美濃加茂市山手町 3-41 
 ２４８号関店 岐阜県関市栄町 4-9 
 羽島竹鼻店 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴          字壷柄山 448-3 
 ４１号高山店 岐阜県高山市上岡本町 7-48-1 
 岐阜前一色店 岐阜県岐阜市前一色西町 8-15 
 大垣安井店 岐阜県大垣市安井町 1-27-1 
 三島中央町店 静岡県三島市中央町 3-37 
 富士宮矢立町店 静岡県富士宮市矢立町 900 
 浜松天王店 静岡県浜松市東区天王町 1981-4 
 湖西店 静岡県湖西市鷲津 1062-1 
 藤枝高洲店 静岡県藤枝市高洲 1-3-39 
 浜北店 静岡県浜松市浜北区平口 215-1 
 静岡ＩＣ店 静岡県静岡市駿河区中野新田 161-1 
 御殿場店 静岡県御殿場市新橋 631-1 
 静岡平和店 静岡県静岡市葵区平和 3 丁目 20-32 
 島田店 静岡県島田市御仮屋町 7279-2 
 焼津店 静岡県焼津市八楠 3-11-1 
 大仁店 静岡県伊豆の国市神島 203 
 伊東湯川店 静岡県伊東市湯川 546-40 
 裾野平松店 静岡県裾野市平松 104-1 
 浜松入野店 静岡県浜松市西区入野町 6150-1 
 浜松西インター店 静岡県浜松市西区湖東町 6013-1 
ベイドリーム清水店 静岡県静岡市清水区駒越北町 8-2 
クロスガーデン富士中央店 静岡県富士市中央町 3-3391-1 
 磐田店 静岡県磐田市富士見台 8-21 
 沼津双葉町店 静岡県沼津市双葉町 7-12 
 掛川店 静岡県掛川市大池 88-1 
 御前崎浜岡店 御前崎市池新田字下水神 7625-2 
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 新守山店 愛知県名古屋市守山区新守山 2406 
 稲沢陸田宮前店 愛知県稲沢市陸田宮前 1-14-1 
 １国豊明店 愛知県豊明市阿野町登 71 
 港区新川店 愛知県名古屋市港区新川町 3 地先 
 豊田高岡店 愛知県豊田市高岡町大西 8-2 
 稲沢平和町店 愛知県稲沢市平和町前平 8 
 蒲郡竹谷店 愛知県蒲郡市竹谷町油井浜 7-1 
 蟹江店 愛知県海部郡蟹江町今 2-21-1 
 ４１号扶桑店 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字宮前 98 
 知多武豊店 愛知県知多郡武豊町字石川 3-2 
 岩倉川井町店 愛知県岩倉市川井町折口 30 
 東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緖川      字上家左川 125-17 
 小牧下末店 愛知県小牧市大字下末 1571-21 
 田原店 愛知県田原市神戸町天王 18-1 
 一宮木曽川店 愛知県一宮市木曽川町外割田字堀田 115 
 尾張旭店 愛知県尾張旭市吉岡町 1-6-23 
 西尾店 愛知県西尾市矢曽根町 33-1 
 知多新知店 愛知県知多市新知東町 3-41-5 
 名古屋東茶屋店 愛知県名古屋市港区茶屋 3-78 
 名古屋鳴子店 愛知県名古屋市緑区鳴子町 1-54-1 
 マチニワ豊川店 愛知県豊川市光明町 1-19 
 豊田御立町店 愛知県豊田市御立町 10-25-1 
 新城店 愛知県新城市杉山端城 33-1 
 高浜稗田店 愛知県高浜市稗田町 5-6-21 
 豊田朝日店 愛知県豊田市朝日町 7-17-1 
 弥富イオンタウン前店 愛知県弥富市鯏浦町字未新田 21-1 
 岡崎大西店 愛知県岡崎市大西 2-16-12 
 日進店 愛知県日進市岩崎町竹ノ山 37-925 
 安城横山店 愛知県安城市横山町大山田中 73 
 天白荒池店 愛知県名古屋市天白区荒池 2-710 
 豊橋新栄店 愛知県豊橋市新栄町 55-1 
 東海荒尾店 愛知県東海市荒尾町福部 63 
 春日井大和通店 愛知県春日井市大和通 2-27-1 

近畿地方  
 名張店 三重県名張市希央台 1 番町 35 
 亀山店 三重県亀山市東御幸町字実泥 49-1 
 １６７号志摩店 三重県志摩市阿児町鵜方 390-4 
 松阪三雲店 三重県松阪市市場庄町 1310-1 
 四日市東日野店 三重県四日市市東日野 1-4-40 
 玉城店 三重県度会郡玉城町長更 828 
 菰野店 三重県三重郡菰野町大字宿野 406-2 
 421 号東員店 三重県員弁郡東員町大字鳥取 1267-1 
 四日市羽津店 三重県四日市市羽津 4480-1 
 伊賀上野店 三重県伊賀市小田町字稲久保 238-1 
 津乙部店 三重県津市大字乙部字神子 2135 
 鈴鹿中央通店 三重県鈴鹿市算所町 813-1 
 滋賀守山店 滋賀県野洲市野洲字八反田 1468-2 
 草津新浜店 滋賀県草津市新浜町 419-1 
 東近江八日市店 滋賀県東近江市東沖野 1-1-4 
 草津東矢倉店 滋賀県草津市東矢倉 1-4-6 
 長浜店 滋賀県長浜市分木町 4-33 
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 甲賀水口店 滋賀県甲賀市水口町北脇 1838-1 
 彦根戸賀店 滋賀県彦根市戸賀町 156-1 
 山科椥辻店 京都府京都市山科区椥辻東浦町 55 
 金閣寺店 京都府京都市北区衣笠天神森町 1 
フォレストモール木津川店 京都府木津川市梅美台 1-1-2 
 京都洛西店 京都府京都市西京区樫原秤谷町 35 
 富田林中野町店 大阪府富田林市中野町 3-904-2 
 堺草尾店 大阪府堺市東区草尾 633-1 
 松原南新町店 大阪府松原市南新町 4-107-17 
 門真岸和田店 大阪府門真市岸和田 3-34-31 
 泉大津松之浜店 大阪府泉大津市松之浜町 1-1-26 
 都島本通店 大阪府大阪市都島区都島本通 3-21-3 
 茨木新和町店 大阪府茨木市新和町 21-10 
 豊中小曽根店 大阪府豊中市小曽根 3-2-23 
 八尾東久宝寺店 大阪府八尾市東久宝寺 3-11-12 
 門真殿島店 大阪府門真市殿島町 7-14 
 堺浜寺店 大阪府堺市西区浜寺元町 4-445 
 泉佐野樫井店 大阪府泉佐野市南中樫井 486-9 
 岸和田八阪店 大阪府岸和田市八阪町 1-9-19 
 泉佐野鶴原店 大阪府泉佐野市鶴原 1276-4 
 明石魚住店 兵庫県明石市魚住町清水 2124-1 
 伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市昆陽 8-34 
 加西店 兵庫県加西市北条町北条字溝川 64-6 
 姫路野里店 兵庫県姫路市野里 94-1 
 加古川平岡店 兵庫県加古川市平岡町一色 276-1 
 洲本店 兵庫県洲本市桑間 684 
 神戸上津台店 兵庫県神戸市北区上津台 9-2-17 
 １７９号太子店 兵庫県揖保郡太子町東出 95 
 垂水多聞店 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山 868-33 
 奈良押熊店 奈良県奈良市中山町 1661-1 
 桜井東新堂店 奈良県桜井市大字東新堂 369-5 
 大和郡山下三橋店 奈良県大和郡山市下三橋町 21-1 
 奈良上牧店 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧    1528-1 
 葛城東室店 奈良県葛城市東室 144-1 
 天理店 奈良県天理市田井庄町 465-3 
 和歌山島崎店 和歌山県和歌山市島崎町 2-66 
 海南店 和歌山県海南市船尾 249-14 
 有田店 和歌山県有田市古江見 166-1 
 橋本隅田町店 和歌山県橋本市隅田町中島字丁ノ坪 48-1 
 42 号御坊店 和歌山県御坊市薗 13-7 

中国地方  
 米子店 鳥取県米子市両三柳 315 
 鳥取千代水店 鳥取県鳥取市千代水 2-38 
 出雲大塚店 島根県出雲市大塚町 750 
 益田店 島根県益田市乙吉町イ 60-5 
 松江本郷店 島根県松江市本郷町 2 番 26 号 
 岡山平島店 岡山県岡山市東区東平島 1665 
 倉敷水江店 岡山県倉敷市水江字西阿知境 1188-1 
 岡山久米店 岡山県岡山市北区久米 199-1 
 倉敷連島店 岡山県倉敷市連島 3-1-37 
 東広島西条店 広島県広島市西条町御薗宇 6284-5 
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 福山駅家店 広島県福山市駅家町大字万能倉    1119-1 
 三次店 広島県三次市十日市西 6-6-8 
 福山高西店 広島県福山市高西町 3-15-31 
 呉焼山店 広島県呉市焼山北 1-9-15 
 広島八木店 広島県広島市安佐南区八木 1-27-14 
 三原店 広島県三原市皆実 1-25-11 
 広島宇品店 広島県広島市南区宇品西 6-1-18 
 広島楽々園店 広島県広島市佐伯区楽々園 5-9-12 
 広島海田店 広島県安芸郡海田町国信 2-6-50 
 福山三吉町店 広島県福山市三吉町南 2-6-22 
 宇部厚南店 山口県宇部市大字中野開作 432-3 
 柳井店 山口県柳井市新市沖 3-5 
 周南新地店 山口県周南市新地 1-8-40 
 下松店 山口県下松市美里町 3-9-9 
 宇部恩田町店 山口県宇部市恩田町 5-5-15 
 下関幡生店 山口県下関市幡生宮の下町 25-15 
 山口湯田店 山口県山口市葵 1-4-51 
 岩国店 山口県岩国市山手町 4-3-20 

四国地方  
 徳島西新浜店 徳島県徳島市西新浜 2-2-69 
 徳島松茂店 徳島県板野郡松茂町広島字東裏 4-5 
 徳島石井店 徳島県名西郡石井町高川原字天神  525-3 
 小松島店 徳島県小松島市大林町字宮ノ本 88-1 
高松十川店 香川県高松市十川西町 682-1 
 丸亀土器店 香川県丸亀市土器町東 3-522-2 
 綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原 549-2 
 高松今里店 香川県高松市今里町 2-12-19 
 観音寺坂本店 香川県観音寺市坂本町 4-甲 160-5 
 今治別宮店 愛媛県今治市別宮町 4-5-17 
 松山鷹子店 愛媛県松山市鷹子町 441-1 
 ５６号大洲店 愛媛県大洲市東大洲 925-1 
 松山保免店 愛媛県松山市保免上 1-16-24 
 新居浜西の土居店 愛媛県新居浜市西の土居町 1-8-10 
 松山中央店 愛媛県松山市中央 2-64-1 
 西条周布店 愛媛県西条市周布 715-1 
 南国店 高知県南国市篠原 150 
 高知河ノ瀬店 高知県高知市河ノ瀬町 8-2 

九州地方  
 大野城南ヶ丘店 福岡県大野城市南ヶ丘 2-28-1 
 田川店 福岡県田川市川宮 710-1 
 八女蒲原店 福岡県八女市蒲原字猪鎌口 829-1 
イオンタウン黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町  3-2 イオンタウン黒崎 
 直方感田店 福岡県直方市大字感田 2577-1 
 博多千代店 福岡県福岡市博多区千代 5-2-5 
 行橋店 福岡県行橋市行事 7-12-19 
 福岡曰佐店 福岡県福岡市南区曰佐 2-3-1 
 久留米南町店 福岡県久留米市南 4-27-25 
 小郡大保店 福岡県小郡市大保 919-1 
 福岡志免店 福岡県槽屋郡志免町大字南里   字ヒサゲ 22-5 
チャチャタウン小倉店 福岡県北九州市小倉北区砂津 3-1-1 チャチャタウン小倉 2F 
 若松ひびきの店 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの 2-23-1 
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 伊万里店 佐賀県伊万里市二里町大里乙 104-1 
 佐賀本庄店 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄 580-1 
 長崎小ヶ倉店 長崎県長崎市小ヶ倉町 1-1019-3 
 諫早栗面店 長崎県諫早市栗面町 102-18 
 佐世保中里店 長崎県佐世保市上本山町 1006-3 
 長崎時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷字浜本 299-5 
 宇土店 熊本県宇土市善導寺町 153-3 
 山鹿鹿本店 熊本県山鹿市鹿本町御宇田 623-2 
 八代店 熊本県八代市大手町 1-9-18 
 熊本佐土原店 熊本県熊本市東区佐土原 2-7-73 
 熊本嘉島店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島    2518-1 
 熊本東バイパス店 熊本県熊本市東区下南部 3-1-43 
 大分高城店 大分県大分市高城新町 10-7 
 日向原町店 宮崎県日向市原町 2-95-2 
 都城店 宮崎県都城市栄町 16-16 
 小林店 宮崎県小林市堤 2768-7 
 日南店 宮崎県日南市中央通 1-4-15 
 宮崎新別府店 宮崎県宮崎市新別府江口 889-1 
 薩摩川内店 鹿児島県薩摩川内市御陵下町 20-36 
 姶良加治木店 鹿児島県姶良市加治木町木田 2031-6 
 鹿児島城南店 鹿児島県鹿児島市城南町 3-8 
 鹿児島卸本町店 鹿児島県鹿児島市卸本町 6-5 

沖縄地方  
 うるま前原店 沖縄県うるま市字前原 328-1 
 糸満潮平店 沖縄県糸満市潮平 598-5 
 那覇古島店 沖縄県那覇市古島 1-25-3 
 名護店 沖縄県名護市字宮里字 1475-2 
 沖縄登川店 沖縄県沖縄市登川 2-9-7 
 南風原津嘉山店 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山 1529 
 北谷伊平店 沖縄県中頭郡北谷町字伊平 230 
 中城店 沖縄県中頭郡中城村南上原 818-1 
 那覇小禄店 沖縄県那覇市小禄 3-6-3 

 


